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【コーポレートシンボル】
ITOKIの“I”を9本（完成、極大を示す数）の上昇するストロークで表現することに
よって、企業の中に上昇気流を巻き起こし、積極的な企業活動を導く「空間」「環境」
「場」づくりを願うITOKIの心を表します。

【企業コンセプト】

「人も活き活き、
地球も生き生き」
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MARKET
イトーキはオフィス空間にとどまらず
さまざまな施設に市場を広げ
海外へも展開しています。

金融機関
銀行・証券会社における個人資産運用型店舗の
開発が本格化するなど、リテール戦略の具現化
が課題に。イトーキでは、多様化する顧客ニー
ズに応える次世代型店舗をご提案。また、利
用者にとって使いやすくスペース効率の良
い貸金庫システムや金庫扉なども取り揃
えています。

研究施設
複雑化する研究開発プロセスに対し、ナレッ
ジ・マネジメントやクリエイティブ・ワーク、セ
キュリティなどが、強く求められています。イ
トーキは、ラボ空間のエキスパートである株
式会社ダルトンとともに、研究室とオフィス
のシームレスな環境づくりを通して、お客
様のニーズにお応えします。

海外展開
アジア市場および北米、欧州市場の事業拡
大のため現地のニーズに合った製品を現地
パートナーと協働で開発・生産・販売を行う、
新たなビジネスモデルを展開しています。現
地生産・現地販売で展開する海外向けブラ
ンド「joyten（ジョイテン）」を中心に海外での
オフィスづくりに貢献します。

パーソナル空間
家族のスタイルや時代の変化に合わせ、住
まいの中で学びの空間をデザインすること
が必要に。イトーキは、子どもの成長や健康
に配慮した学習机・学習家具、大人のための
快適な書斎・SOHO家具など、これまで培った
ヒューマンテクノロジーを集約し、これからの
学習環境をご提案します。

商業施設
イトーキの持つオフィスづくりで培ったノウ
ハウと豊富な経験、株式会社イトーキマー
ケットスペースの持つストアプランニングの専
門知識を合わせ、商業施設・店舗における利用
者にとって居心地の良い空間のご提案と、機能・
デザイン・コストに優れた製品をご提供します。

オフィス空間
めまぐるしく移り変わる社会環境のなかで、企業
はさまざまな経営課題と戦いながら、ビジネスを
推進しています。イトーキは、それらの課題を
解決するための糸口がオフィスにあると考え、
新たな価値を生み出す場として、生産性や
効率性の向上、感性や創造性を育む環境を
ご提供します。

医療施設
人と人が直接向き合う医療福祉の現場では、
互いに信頼できる関係を築くことが重要視さ
れます。イトーキは、“人のきずなを育むデザ
イン”を目指して、患者さんや利用者の気持
ちに寄り添い、スタッフの心と心をつなぐ場と
なるよう、安全で安心、便利な環境づくりを追
求します。

教育施設
これからの教育施設に求められることは、
人の力をひきだす環境づくりであると考え
ます。イトーキは、アクティブラーニングなど
の主体的な学びを支援する家具をはじめ、
ICTを包含したコミュニケーションを活性化
する空間全体をデザイン。より良い教育環境
づくりをサポートします。

公共施設
さまざまな人が行き交う公共施設には、利
用者や入居者のホスピタリティの充実、安全
性・確実性の担保など、多岐にわたる配慮が
求められます。イトーキでは、長年培った美術館・
博物館、庁舎づくりの経験を活かし、施設の機能を
最大限に活かす魅力ある空間・環境づくりをお手伝
いします。

ICT ECO

FM PRODUCT

プレゼン・共創
伝えやすく、伝わりやすい
会議・プレゼンテーションを行う

フェイスアップテーブル

情報発信・共有
情報を魅力的に発信する・伝える

オフィスチャンネル

会議室活用
スムーズでムダやストレスの少ない
会議・ミーティングを実現する

会議室予約表示システム カンファリオ

オフィス内インフラ整備
ケーブルマネジメントと
LANシートでオフィスの
インフラを安全に整備

LANシート ライト

健康増進オフィス
日常の働き方の中にある、
仕事にも健康にも良い行動を促す

ワークサイズアプリシステム

効率性向上
デジタル・アナログを問わず
文書を適正に管理する

紙文書ファイリング・システム

セキュリティ
人・物・情報を安全に守るための
セキュリティ対策

カードエントランスシステム／MC

地震・安全対策
地震などの災害に強い
オフィスをつくる

高耐震間仕切G

地域材の活用
環境貢献しながら
地域・企業を活性化する

ツイモ 撮影：淺川 敏

省エネルギー
消費電力を減らしながら
快適なワークプレイスをつくる

コア＆セル 省エネ快適照明システム  エクタル

排出権の活用
環境配慮型製品・
サービスで差別化を行う

スピーナ カーボン・オフセット

factory

office

store

エネルギー見える化
ワーカーの省エネ・節電への
意識を変える

ワークセンス

ワーカーの
パフォーマンス向上
電動で上下に昇降するデスクが
理想的な姿勢を促し
身体への負担を軽減させる

トイロ

セキュリティと
安全性の確保
選べるセキュリティモードと
オートロック機能を備えた
安心セキュリティ

エスキャビネット

人をもてなすデザイン
操作性にすぐれた
さまざまな機能で
からだになじむ座り心地を実現

セレーオ

グループワークの一体感の向上
一体感を高めアイデアを
生み出すグループワークにも
最適で多彩な機能

スクラム

Design
「空間」「環境」
「場」 づくり
イトーキは、これからの ワークスタイルをサポートし

お客様のイキイキ 価値を創出します
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ProductProduct

姿勢に応じて3次元的に折れ曲がり、身体をサポートする機能性も先進
的です。

書籍の貸出や返却ニーズの高まる夜間
などの時間外対応も可能にした自動書
籍ピッキング装置です。

“折り紙”というユニークな発想から生まれた独自のデザイン

思考のシーンに応じて、会議や作業を
効果的にサポートするミーティング用家
具です。

豊かな発想をつつみ込み
新しい交流を生み出す

有線LANと無線LANのメリットを融合し、シートにPCを置くとネットワークに
接続します。

ICTソリューションの先駆者となったネットワーク通信システム

［フリップフラップ］

新しい価値を生み出すものづくり。

私がプロダクトデザインで一番こだわるのはユーザー視点です。アクティブラーニング用家具の
開発では学生の方に、図書館用家具では図書館の司書の方に、入念なヒアリングをしたうえで、
こだわるべきポイントを明確にして形にしてきました。携わった製品が世の中で使われているのを
見るのはもちろんうれしいですが、開発段階で「これならいける！」というアイデアが生まれる瞬間
にも喜びを感じます。イトーキは、開発製品の規模や社風として、個人の裁量に任される領域が
広く、その分、責任もやりがいも感じます。また、ユーザーの声が届く営業部門と社内で連携できる
ことも、ものづくりにおけるイトーキの強みです。これからも洗練されたデザインや柔軟なアイデア
を追求し続け、多くの人の快適な生活へとつながる製品を生み出していきたいと思います。

デザインにおいては常にユーザー視点を忘れずに――
観察から得られる気づきをデザインへ、グッドデザイン賞受賞製品も生んでいます

竹谷 友希 Takeya Yuki

オフィス商品開発設計部
第1チェア開発設計室

人間工学を学ぶ中でイスへの関心が高まり、昨年イトーキに入社しました。入社後、半年間はチェア
の生産工場で、100を超える部品から成り立つチェアの構造を学び、今ではフリップフラップチェア
の開発設計を行っています。形や音、感触など、チェアならば座ってみて初めて五感で確認でき
る情報がありますから、仕事では「現場・現物・現実」を大切にしています。自分が携わった製品が
世に送り出されると、手がけた部分は外から見えなくても、感慨深い気持ちになります。
イトーキは新しいものをつくるのにとても積極的な会社。自分も今までのオフィス家具にはない
新たなコンセプトや新しい使い方のできる製品を開発していきたいです。そのために、日々いろ
いろなものを観察し、デザイン、形、構造などから隠されたヒントを吸収するよう心がけています。

イトーキは、新しいものをつくるのに積極的な会社――
そのイトーキで、これまでのオフィス家具にはない新しい製品を開発するのが夢です

大型製造設備を駆使し、
効率的で高品質な生産を行っています。

Resources ｜ イトーキの魅力 ［製品力］

技術を活かした幅広いものづくり。

創業時から変わることのない「旺盛な開拓精神」「創

意と工夫」によって、人と社会に貢献する高品質な

製品をお届けしているイトーキ。多様化するワーク

スタイルの変化に合わせ、先端技術を駆使した画期

的な製品を開発し、市場ニーズに的確に応えます。

千葉工場 滋賀工場

イトーキが長年培ってきた高度な技術を活かし、オフィス家具にとどまらず、

内装建材や各種専門施設の設備機器など、さまざまな製品開発を行って

います。

高品質にこだわるものづくり。
イトーキは、研究・試作・実験による豊富なデータ

蓄積や、先進的なテクノロジーを駆使した高度な

製造技術で、安心いただける信頼の品質をご提供

しています。

イトーキの持つ、開拓精神が息づく独創的な製品開発力と先進性を

突き詰めた高度なプロダクトデザイン。そこで生み出された製品たち

は世の中に新しい価値を提供しています。

こだわりのものづくりは、
責任ある品質の証。

佐藤 宏樹 Sato Koki

ソリューション開発本部
プロダクトデザイン室

［LANシート］
®

「チェアが身体に合わせる」とい
う心遣いから、かつてない快適
性を備えた機構が生まれました。

「今までにない製品を日本から」
世界を驚かす
オフィスチェアへの挑戦

［スピーナ］

［カコミ］

®

®

女性の身体的・精神的疲労を軽減する、
女性スタッフが中心となって開発した
チェアです。

世界で初めて“働く女性”のために
開発されたオフィスチェア

［カシコ］
®

書籍貸出管理を
無人化対応することを可能に

システマファインドピッカー®

それぞれの施設内環境、遮蔽要求に
対し、さまざまなタイプの遮蔽扉仕様
で対応しています。

特殊扉業界をリードする
イトーキの設計技術

電動片引式遮蔽扉

従来のスタッカークレーン型自動倉庫
の5～8倍の高速入出庫処理を可能に
します。

驚異のサイクルタイムを実現した
立体高速ピッキング仕分機

システマストリーマー®SAS

震度6強の揺れにも耐え抜くスチール
パーティション。より安全で快適な室
内空間をサポートします。

「減災」それは地震に備えて
イトーキがたどり着いた答え

高耐震間仕切G
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Total SolutionTotal Solution人と人が響き合い、創造する
「場」づくりを提案。

Resources ｜ イトーキの魅力 ［総合提案力］

コンストラクション・
マネジメント

イトーキには、ニーズにお応えする、
さまざまなソリューションがあります。
オフィス空間、教育施設、医療福祉施設、公共施設など、人の暮らしを取り巻く

あらゆる環境において、企業・組織・個人それぞれに課題を抱えています。

イトーキは、多彩な提案力で、課題解決をサポートします。

イトーキの総合力を集結し、新しい価値を提供する
イトーキ東京イノベーションセンターSYNQA

ソリューション＋製品で、お客様の課題を解決する「場」づくりを行います。

オープンイノベーションの実践の場として、社
外から有益な知のキャリアである「人」を迎え
入れ、知識・技術、アイデアの交流を図ります。
ゆったりとしたカフェスペースには刺激に満
ちた情報が溢れています。

開放的な情報の流入空間

社内外の知を価値創造へと加速させる共創
の場。ディスカッションの様子が見え、互いを
触発し、アイデアの創出を促します。大人数収
容のセミナールームでは講演やワークショッ
プなど多彩な知との出会いからの交流が生ま
れます。

活発な知の交流空間

自律した個としての外部との積極的な交流と
組織としてのコミュニケーション。これらを好
バランスで実現するために、新たなワークス
タイルを社員自らが実践するワーキング
ショールームです。

組織力を集結させる内部空間

「ワークサイズ」は、働きながら
自然に健康になる「場」づくり
を提案し、働き方を変え、生産
性を高めます。

Wellness

ICTツールを活用した直感的な操作や相互の情
報共有で、議論を活性化。創造性豊かな会議・プ
レゼンテーションの「場」づくりをサポートします。

Communication

「エコニファ」は、地域材を家具や空間に活用する
ことで、環境保全や地域産業の育成に貢献して
います。

Eco

災害時に機能すること。それは、企業や教育・医
療・公共機関の社会的責任ともいえます。イトー
キは、「減災」という考え方で、安全対策を提案し
ます。

Safety

工程管理や安全管理・品
質管理を徹底し、スムー
ズな工事を推進します。

プランニング・
デザイン

ワークスタイルやワーク
プロセスに配慮しオフィ
ス環境をデザインします。

プログラミング課題の抽出から解決策の提案・
施工管理まで、

「場」づくりをワンストップで
トータルに行います。

さまざまな調査・分析手法
を用いて課題を整理し、設
計要件を定義します。

健康増進 プレゼン・共創

地域材の活用 BCP対策

学生時代、テレビで見るようなオフィスとは似ても似つかない古めかしいオフィスでインターン
経験をし、それがきっかけでオフィス空間を考えるようになり、イトーキへの入社となりました。営業
の業務には泥臭い部分もありますが、顕在化ニーズに対応するだけでなく、お客様のビジネススタ
イルに合ったご提案をすることで潜在ニーズをも発掘できるよう、日々心がけています。イトーキに
は、〝オンリーワン″を掲げる開発精神に溢れた商品が多々あるほか、お客様に新しいオフィスの
在り方や価値をご提案できる東京イノベーションセンターSYNQAもあり、これが営業面での強み
にもなっています。私は今後もずっと営業一筋、お客様のことを深く研究し、お客様のビジネスその
ものの発展に寄与できるような新価値創造営業ができるようになりたいと思っています。

胡桃 亮平 Kurumi Ryohei

法人営業統括部
第五法人支店

お客様自身も気づいていない課題を発見し、
お客様のビジネスの発展に寄与できるような活動ができる営業マンを目指しています

「家をつくりたい」と大学で建築を学んだ私は、「オフィス」も「家」以上に長い時間を過ごす場所だと
気づき、その環境を大切に考えるイトーキへの入社を決めました。実際に働いてみると、イトーキは
人を大事にする会社だなと感じますし、お客様に対しても、一つひとつのご要望に丁寧かつ真摯に
応えようと、細部にまで気配りすることを忘れない姿勢を感じます。私も、自分のデザインが会社の
デザインとしてお客様に届く、という緊張感のもと、お客様のご意見をしっかりと聞き、それに応え
ていくことで信頼関係を深められるよう心がけています。携わった仕事が形になる喜びは、お客様
と共有することでさらに膨らみ、私のやりがいにもなっています。これからもお客様に寄り添いなが
ら経験を積んで、プロジェクトの規模や提案の幅、さらには人の輪を広げて成長していきたいです。

細田 明李 Hosoda Akari

FMデザイン設計部
首都圏第2デザイン設計室

自分のデザインが会社としてのデザインに――
お客様と喜びを分かち合えることが仕事のやりがいにつながっています
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Global
FutureFuture

Global

Resources ｜ イトーキの魅力 ［市場拡大］ Resources ｜ イトーキの魅力 ［近未来オフィス像］

これからも先端を走り続けるITOKIは、
世界へ、未来へー。
海外マーケットへの拡大、
現地パートナーとの連携。
アジアや北米でも活躍しています。
イトーキでは、海外向けブランド「joyten」を中心に

中国、ASEAN（東南アジア諸国連合）、北米、欧州と

グローバル展開を推進。

各エリアのパートナーとの協業を進め、

ITOKIのプレゼンスの拡大を図っています。

ローカル企業への
販売拡大

新製品開発による
アイテムの増加

マーケットエリア
拡大

イトーキは、カナダ最大のオフィスメーカー
GLOBAL社とのライセンス契約に基づき、
チェアの北米販売を開始。今後も北米市場
における「joyten」事業のさらなる拡大に注
力していきます。

海外向けブランド
「joyten」の事業拡大

2015年には、タイ国大手家具メーカーであ
るモダンフォーム社との合弁会社、イトーキ・
モダンフォーム社を設立。今後はタイ国内で
の生産協働も視野に入れ、アジアにおける
事業展開を強力に推進していきます。

タイ国「モダンフォーム社」と合弁会社設立

欠席した会議の内容、不在
時のオフィス状況を瞬時に
把握。世界各地とのプロジェ
クトも円滑に。

新しいテクノロジー、世界の情勢、生活の根底にある
価値観、それぞれが互いに影響しあいながら、社会は
輪郭づくられてきた。もちろんオフィスもそうした大
きな流れのうねりの影響を受けて、少しずつ変化して
きた。そして2020年、オフィスはこれまでにない大き
な変化点を迎える。
私たちはその変化を10のシナリオとして描き、近未
来のオフィス像について研究を続けている。

1よもやまを
瞬時に掴む

価値観や表現方法の違いによる
ミスコミュニケーションを気づかせ、
補正する。

2言外も訳す

集中作業やブレインストーミングな
ど、ワーカーの身体的、精神的コン
ディションをチューニング。

3究極の自分に
出会う

不要になった家具の使用状況や
劣化度合いを社会全体で共有す
ることから生まれる「資源交換型」
のオフィスづくり。

4家具の一生を
共有する

AI（人工知能）が新しい気付
きとなる情報を提示したり、
より良い発想を引き出すた
めの助言でアシストする。

5先人たちの
叡智に問う

あらゆる場所を快適なオフィ
ス環境に変えて、アクティブ
に活動するワーカーをサポー
トする。

6雑踏に
オフィスを拓く

その日の体調と、業務にあわせて、
過不足のない最適な食事メニュー
と、それを食べるタイミングを案内。

7食務も遂行する

匠の技、職人の感覚をデータ化し、
日本独自、地方独自の“ものづくり”
を次世代へ伝承する。

8技の真髄に触れる

これまでの「デスク上でパソコンと
向き合ってキーボードを打つ」という
ワークスタイルが大きく変わる。

9新たな仕事と
労働力を生む

ユーザーが感性と直感を
使って自分で高度なものづく
りができる時代へ大きく進化
する。

10内なる創造力を
解放する

ダイジェストインフォ インテリジェンス翻訳 高密度オフィス クラウドストック AIパートナー

スマートソナー スマートミールマネジメント タシットアーカイブ タスククリッパー デザインアズゴッド

オフィスや働き方における
10の近未来シナリオ。

自社の創業者や伝説のクリエイターなど、
個性を持ったAI（人工知能）が、アイデア
出しのパートナーとしてクリエイティブ
ワークをサポートします。
付箋にアイデアを書いて貼ると、AIパート
ナーはまるで同僚の一人のように、アイデ
アに対して反応したり、関連するキーワー
ドを出したりします。
また、アイデアの出方に応じて照明の色を
変化させるなどの細やかな心遣いで、
ワーカーの創造力を自然と引き出します。

［AIパートナー］

ブレインストーミングを
多様な人工知能がサポートします。

中国現地で採用されグローバル社員として入社。国際事業を学びながら、200社超の在日中国系
企業向けの営業活動にも携わってきました。現在は国際本部中国事業室にて中国現地法人と協力
して現地市場における販売チャネルの開拓を担当しています。イトーキの魅力は、製品そのものの
デザインや機能に加え、空間全体に関するソリューション提案力にあると思います。また、人の健康
に着目した研究・製品開発でも一歩先を進んでいると感じます。今後、中国現地での市場開拓を本
格化させていきますが、可能性は無限大！　中国人の嗜好・こだわりを反映した製品を現地の協業
先とともに共同開発し、お客様にも協業パートナー様にも喜んでいただけたらと思います。中国市
場でのイトーキの認知拡大、市場開発にチャレンジできることに、やりがいと幸せを感じています。

陳 姣多 Chen Jiaoduo

国際本部中国事業室

中国をはじめ海外市場開拓はまさにこれから！　
イトーキ製品を中国全土に広めるのが私の夢です

私は社会人10年目の時にIT系企業からイトーキに中途入社しました。入ってみて、イトーキの人に
対するやさしさ・心地よさに良い意味で驚き、技術をはじめ新しいことが好きな社風で、やりたい
と思った仕事を任せてくれる土壌があるのは、大きな魅力だと感じています。私はICT技術の研究
および製品開発に携わっていますが、とにかくルーティンワークが苦手なタイプなので、常に新し
いことと向き合える今の環境は喜びの毎日です。普段から「こんなことができたらいいな」という
思いを大切にし、その一方で、日進月歩する世の中の技術の最先端を追いかけています。いつか、
ICT技術を活用して働き方を根本から変えてしまうようなものを開発し、世の中の人に「これは
すごい！」と感動を与えられたらと思っています。

西野 哲生 Nishino Tetsuo

ソリューション開発統括部
ICTソリューション開発室システム開発チーム

ICT技術を活用して働き方を根本から変えたい――
最先端技術を追いかけながら、「不可能」を「可能」にする方法を常に考えています
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※平成28年4月現在

イトーキ 検索

詳しくはWebへ
組織名称、所在地等は変更する場合がございます。住所のご
確認とあわせ、弊社ホームページhttp://www.itoki.jp/ 
をご覧ください。QRコード読み込みアプリで右記のQRコー
ドを読み込むことで簡単にアクセスできます。

Network ｜ イトーキのネットワーク

■ 国内ネットワーク ■ 海外ネットワーク

● 東京都
 利根川株式会社

● 愛知県
 株式会社吉桂

● 大阪府
 株式会社大谷悦造商店
 株式会社大谷賢三商店

● 徳島県
 文化商事株式会社

● 福岡県
 大商産業株式会社

ホーム家具販売網

中国 Zhuhai Logic Office Furniture Ltd.

香港 Shun Hing Technology Co.,Ltd.

台湾 Fuji Xerox Taiwan Corp.

 Bravo Casa Co., Ltd.

韓国 TOFUS

スイス Zueblin-Firesafe AG.

インド Godrej & Boyce Mfg. Co. Ltd.

インドネシア PT. Datascrip

タイ Modernform Group Public Co., Ltd.

海外販売網

中国 伊藤喜（蘇州）家具有限公司

 伊藤喜商貿（上海）有限公司

シンガポール ITOKI Systems（Singapore）Pte., Ltd.

タイ ITOKI MODERNFORM Co., Ltd.

海外グループ会社

アメリカ ヘイワース社 Haworth Inc.

 クルーガーインターナショナル社 Krueger International, Inc.

 モダンフォールド社 Modernfold, Inc.

カナダ グローバル社 Global Upholstery Co. Inc.

イギリス GGI社 Global Group International

デンマーク デューロン社 Dyrlund-Smith AS

 フリッツハンセン社 Fritz Hansen AS

オランダ オープンアーク社 Open Ark B.V.

海外提携先

■ 関西工場
　 寝屋川製造部
　 滋賀第１製造部
　 滋賀第2製造部

生産本部

■ 建材商品営業統括部
　 東日本建材支店
　 西日本建材支店

■ 関東工場 
　 千葉製造部

建材事業本部

■ 設備機器営業統括部
　 物流システム東京支店
　 物流システム西日本支店
　 セキュリティ設備東京支店
　 オフィスセキュリティ推進室
　 セキュリティ設備西日本支店
　 パブリック商品販売室
　 東日本ICTメディア推進室
　 西日本ICTメディア推進室
　 原子力施設販売課

■ 設備機器商品エンジニアリング部

■ スチール棚製造部

■ 電子商品製造部

設備機器事業本部

■ 国際事業部
 中国事業室
 アセアン事業室
 欧州事業室
 北米事業室
 NY Design Branch（海外支店）

国際本部

 東日本支店

 西日本支店

 SOHO•WEB販売課

パーソナル環境事業統括部

● 北海道
 有限会社アベ事務器
 株式会社オフィスエヌアーク
 株式会社オフィスワン
 株式会社コダマ
 株式会社小柳中央堂
 株式会社近藤商会
 有限会社コンノ
 今野商事株式会社
 シー・アイ・アール曽我株式会社
 株式会社曽我
 曽我オフィスソリューション株式会社
 株式会社大和商会
 株式会社玉柳
 日本タイプ事務器株式会社
 北海ビジネス株式会社
 横田印刷株式会社
 株式会社和歌

● 青森県
 株式会社テクノル
 株式会社東京堂
 株式会社トーショー
 株式会社西衡器製作所

● 岩手県
 株式会社木津屋本店
 橋爪商事株式会社

● 宮城県
 石原商事株式会社
 株式会社エスミ
 株式会社オカザキ
 カメイ株式会社
 株式会社キクチ
 株式会社グランツ
 有限会社シンカイ
 株式会社セント
 株式会社太陽事務機
 株式会社ナリサワ
 日本郵便オフィスサポート株式会社東北支社
 株式会社ミヤックス
 株式会社祐文堂

● 秋田県
 株式会社塚清
 株式会社トータル・オフィス・マネージメント
 株式会社那波伊四郎商店
 株式会社ビジネス秋田
 株式会社北秋オーエス

● 山形県
 大沼クリエーションサービス株式会社
 株式会社コンノ
 株式会社三益堂
 株式会社西村工場
 株式会社山村
 株式会社山本産業

● 福島県
 株式会社栄町オサダ
 株式会社坂本紙店
 株式会社トーホー
 有限会社フォーピース

● 茨城県
 エス・ティ・ネットワーク株式会社
 株式会社エフ・エガサキ
 有限会社オイタ箪笥店
 株式会社さくた
 昭和建設株式会社
 関彰商事株式会社
 株式会社七谷

 株式会社ヌマタ事務商会
 ヒラデ・スタイル株式会社
 有限会社森田商事

● 栃木県
 伊藤商事株式会社
 亀田産業株式会社
 システム興産株式会社
 株式会社進駸堂販売
 有限会社ヒカリ事務機
 有限会社マツヤ
 柳田メディア株式会社
 有限会社ヨコタ

● 群馬県
 株式会社コーワパートナーズ
 有限会社近藤金庫店
 株式会社シービーエス
 株式会社トミタ商会
 株式会社ナカムラ
 株式会社春木堂
 フジコー株式会社
 株式会社細野事務器
 株式会社松島紙店
 株式会社まるいち

● 埼玉県
 ドラゴン株式会社
 株式会社丸広百貨店
 株式会社みやかわ
 株式会社ムトーセーフ
 株式会社矢尾百貨店

● 千葉県
 株式会社開周堂
 京葉産業株式会社
 有限会社ケービーエス商事
 株式会社鈴木事務機販売
 株式会社トラヤ
 株式会社文化堂
 株式会社ミツワ堂（柏市）
 株式会社ミツワ堂（習志野市）
 株式会社ユニオンビジネス

● 東京都
 株式会社秋山商会
 朝日金庫店
 株式会社イチエ
 株式会社江口
 株式会社大谷賢三商店
 株式会社オフィス企画
 株式会社共営社
 株式会社コイヌマ
 広友物産株式会社
 幸和商事株式会社
 国際オフィス株式会社
 株式会社コージー
 三栄株式会社
 三幸ファシリティーズ株式会社
 株式会社サンポー
 株式会社第一工芸社
 ダイヤオフィスシステム株式会社
 株式会社匠コーポレーション
 株式会社東洋ノーリツ
 富田商事株式会社
 とら屋事務株式会社
 日東ビーエムサービス株式会社
 株式会社日立ドキュメントソリューションズ
 株式会社フォーサイト
 富士ビジネス株式会社
 株式会社フタバビジネス
 株式会社フロンティア技研
 株式会社文事堂

 株式会社文祥堂
 株式会社マエショウ
 株式会社丸眞
 株式会社ミヤギ
 友和商工株式会社
 リリカラ株式会社

● 神奈川県
 株式会社キルト工芸
 株式会社シマソービ
 株式会社上州屋ビジネスプランニング
 日欧事務機株式会社
 日洋物産株式会社
 有限会社ネオックス
 株式会社ミナト事務器
 株式会社宮田家具店
 株式会社有隣堂

● 新潟県
 宏商物産株式会社
 株式会社高忠商店
 株式会社田村商店
 有限会社新潟清野
 株式会社日青堂
 株式会社野嶋書店
 株式会社ヒウラ
 北越産業株式会社
 株式会社丸新
 株式会社山下家具店

● 富山県
 株式会社昌文堂
 多田薬品工業株式会社
 株式会社堀江商会

● 石川県
 株式会社双建
 株式会社にしき堂
 株式会社丸菱

● 福井県
 株式会社髙島松文堂
 株式会社塚崎誠文堂
 ナカブン株式会社
 福井キヤノン事務機株式会社
 株式会社マルキファニチャー
 株式会社ユーカリ商会

● 山梨県
 株式会社正直堂
 株式会社マルモ

● 長野県
 有限会社キング堂
 有限会社中忠商店
 株式会社長野工芸社
 ハナワ事務機有限会社
 株式会社ヒロタヤ
 株式会社丸陽
 株式会社万年堂
 綿半ソリューションズ株式会社

● 岐阜県
 有限会社大山文具店
 有限会社オフィス・プラン社
 株式会社亀太
 株式会社小見山家具製作所
 株式会社中央ビジネス
 中部事務機株式会社
 トーヨー事務器株式会社
 日東事務機株式会社

● 静岡県
 株式会社インク
 株式会社オカダ

 株式会社金指商会
 株式会社静岡ビジネス
 株式会社長島文宝堂
 株式会社藤枝事務器商会
 株式会社横山事務器
 株式会社ヨシジム
 株式会社ヨシダ
 株式会社四葉商会

● 愛知県
 株式会社梅鉢屋
 株式会社表屋
 坂登屋株式会社
 株式会社篠田商会
 株式会社鈴木文具
 株式会社清芳屋
 株式会社築本屋
 中埜総合印刷株式会社
 株式会社波多野耕文堂
 株式会社日高堂
 株式会社文光堂
 株式会社丸天産業
 株式会社ゆたか堂

● 三重県
 株式会社アタケ
 株式会社誠文社
 有限会社橘商会
 合資会社双葉器械店

● 滋賀県
 株式会社近新
 小林事務機株式会社
 株式会社タグチ
 株式会社田中誠文堂
 株式会社文昌堂
 株式会社ヨシダヤ

● 京都府
 株式会社垣見汲古堂
 株式会社西文堂
 平安キヤノン事務機株式会社
 株式会社モトキ
 八木株式会社

● 大阪府
 株式会社アコスト
 株式会社エアフィール
 株式会社ＳＯＡソリューションズ
 株式会社エム・ケー商事
 株式会社大谷悦造商店
 セキセイ株式会社
 株式会社ビーエムセンター
 株式会社メーベル

● 兵庫県
 伊藤喜商事株式会社

● 奈良県
 株式会社駒井製作所
 株式会社奈良事務機

● 和歌山県
 株式会社稲葉
 有限会社金與
 株式会社タイコー

● 鳥取県
 スイコー株式会社

● 島根県
 株式会社えすみ
 有限会社コアソム
 株式会社はらぶん

● 岡山県
 クラブン株式会社
 有限会社小見山事務商事
 山陽事務機株式会社
 有限会社三宅勝実商店
 山佐産業株式会社

● 広島県
 株式会社安西事務機
 イシネ事務機株式会社
 株式会社岩井事務機
 タガジムキ株式会社
 株式会社タガ事務機
 株式会社武中産業
 株式会社田宮事務器
 有限会社光事務機
 理研産業株式会社

● 山口県
 有限会社上利金庫店
 株式会社木本天狗屋
 株式会社共営社
 株式会社三知
 株式会社ナガミ
 株式会社マルブン
 株式会社丸吉商店
 株式会社山口県農協印刷

● 徳島県
 有限会社イサワ
 株式会社サンティー
 株式会社フタバ
 株式会社由井精良堂

● 香川県
 石井事務機株式会社
 株式会社三青社
 四国特機株式会社

● 愛媛県
 伊豫商事株式会社
 株式会社城下文化堂
 トス愛媛株式会社

● 高知県
 株式会社オフコム
 有限会社是沢商店

● 福岡県
 株式会社網中
 株式会社イワシタ
 株式会社ウエムラ
 株式会社オーニシ
 株式会社オフィス・エヌ
 株式会社オフィスソリューションズ北九州
 株式会社カジワラ商事
 株式会社九和九創
 くきなみ商事株式会社
 株式会社小倉スチール事務器
 西部ガス興商株式会社
 城崎株式会社
 成和商事株式会社
 株式会社創電ＢＭＳ
 株式会社玉置
 有限会社ニッポウ文具事務機
 有限会社ファーストデザイン
 株式会社フジモト
 ミシマOAシステム株式会社

● 佐賀県
 中島商事株式会社
 原田株式会社

● 長崎県
 株式会社イシマル

● 熊本県
 株式会社岩永組
 株式会社北星堂

● 大分県
 株式会社アトムス
 岩尾株式会社

● 宮崎県
 株式会社オフィスナガトモ
 株式会社川越紙店

● 鹿児島県
 株式会社しんぷく
 有限会社山下事務器

● 沖縄県
 株式会社オキジム

販売網 （代理店）県別五十音順事業所

株式会社エフエム・スタッフ

三幸ファシリティーズ株式会社

株式会社シマソービ

新日本システック株式会社

株式会社セルノ

株式会社ダルトン

富士リビング工業株式会社

グループ会社

株式会社イトーキエンジニアリングサービス

伊藤喜オールスチール株式会社

株式会社イトーキシェアードバリュー

株式会社イトーキ東光製作所

株式会社イトーキ北海道

株式会社イトーキマーケットスペース

イトーキマルイ工業株式会社

■ 東日本支社
 盛岡支店
 東北支店
 福島支店
 茨城支店
 宇都宮支店
 群馬支店
 新潟支店
 長野支店
 千葉支店
 埼玉支店

■ 神奈川支社
 横浜法人支店
 横浜支店
 平塚支店

■ 法人営業統括部

■ 東京支社
 第一支店
 第二支店
 第三支店
 第四支店
 第五支店
 多摩支店
 山梨営業所

営業本部

■ 官公庁営業統括部

■ 市場別営業統括部

■ 金融営業統括部

■ 情報通信営業統括部

■ 中部支社
 名古屋第１支店
 名古屋第２支店
 名古屋中央支店
 静岡支店
 北陸支店
 福井営業所

■ 関西支社
 大阪支店
 第1支店
 第2支店
 第3支店
 京都支店

■ 西日本支社
 広島支店
 岡山支店
 四国支店
 福岡支店
 九州支店
 鹿児島支店
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1890 12月1日、大阪市東区高麗橋に伊藤喜商店創業

1894 堀井謄写版の販売開始

1903 ゼムクリップ、ホチキスの輸入販売を始める

1910 英文タイプライター、魔法びんなどの輸入販売を始める

1913 ゼニアイキ（金銭記録出納機）発売

1924 東亜和文タイプライターの販売を始める

1932 事務整理システム「アイデックス」の製造開始

1950 工作部が分離独立し、株式会社伊藤喜工作所設立

1960 ファイリング、伝票会計、オフィスレイアウトのシステム確立

1962 家庭用家具販売開始（ジュニアデスクなど）

1963 株式会社伊藤喜商店が株式会社イトーキに社名変更

1975 オフィスプランセンター発足

1980 オランダオープンアーク社と技術提携。翌年「バーテブラチェア」を発売

 「オフィスの未来をデザインする」刊行
1984 株式会社イトーキシステムズシンガポール設立（シンガポール現地法人）
 イトーキ・オブ・アメリカ設立（米国現地法人）

1985 イトーキCIシステム導入

1989 大阪ニューオフィスギャラリー竣工

1990 「イトーキニューカラープログラム」を発表

1992 株式会社伊藤喜工作所が株式会社イトーキクレビオに社名変更 今福本社竣工

1999 「ユーデコスタイル」創刊

2002 金盟（蘇州）商業設備有限公司（現伊藤喜（蘇州）家具有限公司）設立（中国・合弁会社）

2004 株式会社エコ・ブランディング設立

2005 株式会社イトーキクレビオと株式会社イトーキが統合し、株式会社イトーキに社名変更

2006 伊藤喜商貿（上海）有限公司設立（中国現地法人）

2007 グッドデザイン金賞（経済産業大臣賞）受賞「スピーナチェア」

2008 グッドデザイン金賞（経済産業大臣賞）受賞「LANシート」

2010 株式会社ダルトンと資本業務提携

2011 海外向け新ブランド「joyten（ジョイテン）」発表

2012
 イトーキ東京イノベーションセンターSYNQA開設

 グッドデザイン賞ベスト100入賞「カコミ」

2013 Shaw Contract Group 2013 Design is... Award Global Winner受賞「SYNQA」

2014 第3回健康寿命をのばそう！アワード 厚生労働大臣 優秀賞受賞「ワークサイズ」

2015
 イトーキ・モダンフォーム社設立（タイ・合弁会社）

 創業125周年

売上高 当期純利益 総資産・自己資本比率
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Corporate Outline ｜ 会社概要・財務情報 History ｜ イトーキの歩み
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財務情報（連結）

本社

イトーキ東京イノベーションセンターSYNQA

東京ショールーム 大阪ショールーム

■ 会社概要
株式会社イトーキ （ITOKI CORPORATION）社名 （英文） みずほ銀行／三井住友銀行／三菱東京UFJ銀行／

三井住友信託銀行／商工組合中央金庫／農林中央金庫
主要取引銀行

【オフィス関連事業】
ワークステーションシステム／デスク／
ローパーティション／事務・会議チェア／テーブル／
保守サービス業務など

【設備機器関連事業】
オフィス建材内装設備／移動間仕切・可動間仕切／
セキュリティ設備機器／工場・物流設備機器／
商業施設機器／研究施設機器など

【その他】
学習デスク・チェア／書斎・SOHO用家具など

取扱商品

イトーキ東京イノベーションセンターSYNQAイノベーションセンター

東京ショールーム
大阪ショールーム

ショールーム

横浜オフィスプラザ／名古屋オフィスプラザ／
広島オフィスプラザ／福岡オフィスプラザ

オフィスプラザ

明治23年12月1日創業

昭和25年4月20日設立

5,277百万円資本金

1,951名（平成27年12月末現在）従業員

〒536-0002　大阪市城東区今福東1-4-12
Tel.06-6935-2200　Fax.06-6935-2268

本社

〒104-0042　東京都中央区入船3-2-10
Tel.03-3206-6011　Fax.03-3206-6521

東京本社

お客様相談センター  0120-164177　http://www.itoki.jp/
営業時間：9時～17時

（土、日、祝日、夏期休業日、年末年始を除く）

役員 代表取締役会長 山田 匡通
代表取締役社長 平井 嘉朗
取締役技監 伊原木 秀松
取締役常務執行役員 牧野 健司
取締役（社外取締役） 永田 宏
取締役（社外取締役） 長島 俊夫
監査役（常勤監査役） 福原 敦志
監査役 松井 正
監査役（社外監査役） 飯沼 良祐
監査役（社外監査役） 齋藤 晴太郎

許認可 【建設業許可】
許可番号：国土交通大臣許可（特-26）第6845号 
建設業の種類：建築工事業・管工事業・鋼構造物工事業・
内装仕上工事業・機械器具設置工事業・電気通信工事業・
建具工事業・電気工事業

【一級建築士事務所登録】
登録番号：東京都知事登録第50783号

【古物営業許可】
（1）大阪府公安委員会許可
許可番号：大阪府公安委員会第621201701615号
許可の種類：事務機器類

（2）東京都公安委員会許可
許可番号：東京都公安委員会第301060506395号
許可の種類：事務機器類

■ 沿革

創業当時の店
1890

伊藤喜商店創業
すべての源がここに

ホチキス第１号
1903

ゼムクリップとホチキスが
一世を風靡
後には自社製品も開発

ゼニアイキ
1913

伊藤喜商店の
パイオニア精神の源
日本のレジスター
「ゼニアイキ」

ジュニアデスク
1962

一般家庭にも市場を拡大
学習机の標準型となった
ジュニアデスク

バーテブラチェア
1981

高機能オフィスチェアの
市場開拓につながる
革新的なロングセラー商品

バイオテーブル
1988

創造的なオフィスづくりを牽引
活力と豊かさを生む
「生命」のテーブル

スピーナチェア
2007

「チェアが身体に合わせる」
という発想から生まれた
かつてない快適性

イトーキ
東京イノベーションセンター
SYNQA

2012

新たなビジネスを創出する
共創型事業拠点としてオープン。
1F部分はFSCプロジェクト認証・
全体認証を取得。

37.8
40.3

43.1 43.0
46.5
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Concept ｜ 企業コンセプト Top message ｜ トップメッセージ

「人も活き活き、
地球も生き生き」を
実現する企業を目指して
1890年に、大阪の地で伊藤喜商店として創業以

来、当社は常に時代の変化を捉えながら、世の中

に役立つ数多くの製品・サービスの提供を通じて

着実に成長を続けてまいりました。これもひとえ

に、お客様をはじめ、株主・投資家、地域社会の皆

様という全ステークホルダーの支えによるもの

と、深く感謝しております。

2020年の創業130周年に向けて、イトーキは

今、「お客様活き活きを創出する」、「社員活き活き

を向上する」、「地球生き生きに貢献する」、「時代

の先端を切り開く」を重点方針とした経営戦略を

強力に推し進めています。変化する社会の先を見

据えた知見・技術を駆使し、さまざまな「空間づく

り」「環境づくり」「場づくり」を通じて、お客様の事

業の成長や発展をご支援することはもちろん、そ

こに集い働く人たちの健康維持や地球環境にも

貢献してまいります。

お客様のお役に立ち、社会のお役に立つために、

皆様の期待を超える新しい価値提供を通じて、

イトーキの存在意義をさらに高めてまいる所存

です。

今後も変わらぬご支援を賜りますよう、心より

お願い申し上げます。

２０１６年4月

代表取締役社長

人も活き活き、
地球も生き生き
Ud & Eco style

地球環境負荷を減らす資源を大切に使う

人
に
良
い
刺
激
を
増
や
す

低炭素

Ud & Eco style

人も活き活き
地球も生き生き

楽しさ、
エキサイティング、

感動、クリエイティブ等、
真の快適さの実現

省エネ、創エネ、
バイオマス、

カーボンフットプリント、
カーボン・オフセット等、
真の地球保全の実現

人と地球にやさしい

創
造
的
・
感
動
的

人
に
悪
い
刺
激
を
減
ら
す

安
全
・
安
心
・
機
能
的

3Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）　

地球にやさしい

人
も
活
き
活
き

地球も生き生き

人
に
や
さ
し
い

U
d 

Pe
rf

or
m

an
ce

Eco Performance

イトーキはUd（ユニバーサルデザイン）とEco（エコデザイン）の融合による持続可能な共創社会の実現を

目指し、1999年からUd&Eco style（ユーデコスタイル）を企業コンセプトとして掲げています。

Udは、安全・安心、利便性などを高める「人に悪い刺激を減らす」活動に加えて、「人に良い刺激を増やす」

活動をプラス。楽しみやモチベーションが高まるような創造的・感動的な環境をつくることで、こころとから

だ両面の快適性を追求します。またEcoは、3Rに代表される「資源を大切に使う」活動に加えて、「地球環境

負荷を減らす」活動をプラス。CO2削減に貢献する省エネルギー・創エネルギーの視点で、低炭素社会実現

をサポートする提案を進めています。

「人と地球にやさしい」から「人も活き活き、地球も生き生き」へ。視点や活動範囲をひろげ、「空間づくり」

「環境づくり」「場づくり」を通じて、人と地球のいきいきに積極的に貢献してまいります。
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